
９．平成２９年度 全県・各地区の

活動状況と役員一覧
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      各 地 区 の 活 動 状 況 
             全   県 

１ 平成２８年度事業報告 

月   日 会      場 事  業  内  容 

４月２６日（水） ルブラ王山 第１回愛高数役員会(新旧役員引継会) 

・前年度活動報告、会計報告，今年度事業計画 

・平成29 年度愛知県高等学校数学教育研究大会について 

・東海地方数学教育会 第64 回研究（三重）大会について

６月１７日（土） 名城大学 大学入試問題研究会 

(国公立) 名大,名工大,愛教大,名市大,三重大,静大,豊技大 

(私立) 南山大,名城大,中部大,大同大,愛工大,中京大 

８月２９日（火） 知多市勤労文化会館 第２回愛高数役員会 

・前期活動報告・後期活動打ち合わせ 

・第99 回全国算数･数学教育研究（和歌山）大会の報告 

・平成29 年度愛知県高等学校数学教育研究大会について 

１１月７日（火） 知多市勤労文化会館 平成29 年度愛知県高等学校数学教育研究大会 

・開会式,講演会 講師 愛知教育大学准教授 青山 和裕 

・分科会  

２ 愛数教関係 

月   日 会      場 事  業  内  容 

５月２６日（金） ルブラ王山 第１回愛数教役員会 

・役員選出，本年度活動計画，会計報告 

・第99 回全国算数･数学教育研究（和歌山）大会の報告 

・東海地方数学教育会 第64 回研究（三重）大会について

６月 ２日（金） プラザ洞津 東海地方数学教育会三県連絡協議会 

・第98 回全国算数･数学教育研究（岐阜）大会の報告反省

・東海地方数学教育会 第64 回研究（三重）大会について

・各県事務局からの連絡 

８月 ５日（土） 

   ～ 

８月 ８日（火） 

開会式,記念講演,ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

和歌山県民文化会館

講習会 和歌山ビッグ愛 

公開授業および分科会場 

和歌山県立桐蔭高等学校他

第99 回全国算数･数学教育研究（和歌山）大会 

・講習会 和歌山ビッグ愛 

・記念講演 講演講師 作家 荒俣宏「知の巨人 南方熊楠」

・部会講演 小学校部会 赤井 利行（大阪総合保育大学）

      中学校部会 近藤  裕（奈良教育大学） 

      高等学校部会 根上 生也（横浜国立大学院）

１０月２４日（火） ルブラ王山 第２回愛数教役員会(来年度東数大会臨時役員会) 

・東海地方数学教育会第65 回研究（愛知）大会について 

１１月１０日（金） 三重県立松阪高等学校 他 東海地方数学教育会 第64 回研究（三重）大会 

・開会式,講演会 講師 桜美林大学ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ教授 芳沢光雄

・分科会 

１月２３日（火） ルブラ王山 第３回愛数教役員会 

・平成30 年度役員選出について 

・東海地方数学教育会第65 回研究（愛知）大会について 

・三県連絡協議会（三重）について 

２月２日（金） ルブラ王山 東海地方数学教育会三県連絡協議会 

・東海地方数学教育会 第64 回研究（三重）大会の報告 

・東海地方数学教育会 第65 回研究（愛知）大会について

・各県事務局からの連絡 
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 平成２９年度 愛知県高等学校数学研究会役員一覧（案） 
  役 職 名 氏  名   所 属 名 
愛知県数学教育研究会高校部会長 戸倉 隆  惟信高校・校長 

会長 渡辺 喜長 瑞陵高校 
副会長 山内 真澄美 豊明高校 
研究部長 水谷 悟 一宮西高校 

庶務１(愛数・文書管理等) 
 

安藤 雅俊 
川野 景子 

一宮興道高校 
明和高校 

庶務２（愛数教事務局） 渡邊 和貴 豊田南高校 
会計 伊藤 慎吾 

坂本 紘崇 
鳴海高校 
一宮興道高校 

会計監査 向井 昌紀 
若尾 昴平 

名古屋西高校 
千種高校 

顧問 県教育委員会 渡邉 崇 
松岡 伸高 
石川 宏樹 
加藤 文彦 
前田 憲一 
尾﨑 和由 

教職員課・主査  
教職員課・管理主事 
教職員課・管理主事  
高等学校教育課・主幹 
高等学校教育課・指導主事 
高等学校教育課・指導主事 

市教育委員会 瀬川 堅司  指導室・指導主事 

県総合教育センター 阿部 孝広 
古関 利勝 
近藤 哲史 
山本 治 
富安 伸之 

情報教育部・部長 
情報教育研究室・室長 
教科研究室・室長 
情報教育研究室・研究指導主事 
情報システム研究室・研究指導主事  

愛知県数学教育会会長 
愛知県数学教育会副会長 

鈴木 歩 
花井 和志 

名古屋西高校・校長 
市立豊橋高校・校長 

参与 牛田正之 
髙原文規 

津島高校 
千種高校 

平成２９年度 各地区委員・委員会一覧 
  委員長・副委員長・研究部長 顧問・参与校長 顧問教頭 

各地区 名瀬地区 (委)大藪 弥 
(副)興津 吉興 
(研)京田 将和  
 

豊明高校 
中村高校 
名南工業高校 

若山 和彦 
小川 裕之 
橋本 正秀 
 
 

明和高校 
瀬戸窯業高校 
鳴海高校 
 

井上 好美 
朽名 力 
河村 泰親 
蔭山 靖 
甲野 順三 
日榮 正二 

旭丘高校 
千種高校 
春日井高校 
高蔵寺高校 
春日井東高校 
春日井工業高校 

尾張地区 
 
 
 

(委)堀田 圭悟 
(副)布施 昭仁 
(副)松倉 壮平  
(研)加藤 敦朗 

起工業高校 
稲沢東高校 
一宮興道高校 
犬山高校 

服部 隆宏 津島高校 
 

東 竜雄 
古崎 徳行 
石田 亘 
伊藤 弘高 
加藤 明 
早瀬 浩文 
永井 孝人 
日比 昭彦 
難波 康哉 

小牧高校 
小牧工業高校 
一宮北高校 
木曽川高校 
津島高校 
海翔高校 
美和高校 
五条高校 
五条高校 

知多地区 (委)竹内 直人 
(副)間瀬 政和 
(研)久野 繁男 

東海南高校 
常滑高校 
半田東高校 

松浦 毅 
松田 昌浩 
 

桃陵高校 
半田東高校 
 

中村 克己 
土井 善和 
山口 祐司 
熊谷 朱実 
宮﨑 庄悟 
高橋 利生 

半田商業高校 
常滑高校 
横須賀高校 
横須賀高校 
阿久比高校 
武豊高校 

西三河地区 (委)臼杵 秀一 
(副)小島 洋平 
(研)石田 太一 
 

三好高校 
岡崎高校 
刈谷北高校 
 

加藤 敏実 
近藤 博靖 
平松 直哉 
梶野 嗣 
 

松平高校 
岡崎西高校 
岩津高校 
鶴城丘高校 
 

近藤 砂敏 
福岡 幹根 
藤田 和己 
大野 正樹 
鈴木 崇弘 
日高 慎吾 
高柳 幸久 
江坂 嘉彦 
本多 滋明 
福應 浩 

豊田東高校 
豊田南高校 
足助高校 
岡崎高校 
岡崎北高校 
岡崎西高校 
岩津高校 
刈谷東高校 
一色高校 
知立東高校 

東三河地区 (委)内藤 優士 
(副)宮崎 智之 
(副)向坂 健二 
(研)菊地 慧 
   

新城高校 
市立豊橋高校 
豊丘高校 
小坂井高校 
 

森島 日出夫 
 

蒲郡東高校 丸崎 恵子 
浅野 禎久 
森田 恭弘 
大崎 徹 
小林 正 

豊橋東高校 
豊橋南高校 
豊橋南高校 
豊橋工業高校 
市立豊橋高校 

委員会 新入生テスト作成委員会 (委)佐藤 克典 
(副)鈴村 愛 

五条高校 
名古屋西高校 

小島 寿文 
小川 八郎 

豊明高校 
一宮高校 
 

山田 満貴 
山口 哲 
齋藤 育浩 

中村高校 
瀬戸北総合高校 
時習館高校 

教材開発委員会 (委)井戸田 勝弘
(副)加藤 敦朗 

天白高校 
犬山高校 

木下 勝義 
平山 進司 

豊橋南高校 
日進西高校 

高橋 正人 
山崎 博司 

丹羽高校 
吉良高校 

高大連絡委員会 (委)干場 晋哉 
(副)熊谷 達也 

豊田高校 
千種高校 

山田 知子 
藤井 達也 

杏和高校 
豊田北高校 

兵藤 直人 
中澤 高志 
人見 浩司 
川嶋 英世 

瑞陵高校 
名古屋西高校 
一宮西高校 
岡崎東高校 

数学科教育情報委員会 (委)木藤 武 
(副)松井 良太 

豊丘高校 
猿投農林高校 

水井 俊之 
大谷 宣生 

一宮興道高校 
春日井西高校 

成田 和憲 
深沢 国良 

三好高校 
成章高校 

 
愛知県数学教育会（高校関係分）役員一覧 
役職名 氏名 所属名 

愛知県数学教育会会長 
愛知県数学教育会副会長 

鈴木 歩 
花井 和志 

名古屋西高校・校長 
市立豊橋高校・校長 

愛知県数学教育会委員 渡辺 喜長 
山内 真澄美 

瑞陵高校 
豊明高校 

愛知県数学教育会庶務 渡邊 和貴 豊田南高校 

愛知県数学教育会会計 坂本 紘崇 一宮興道高校 
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名瀬地区 
 
１ 平成２９年度事業報告 
 

月   日 会    場 事    業    内    容 
5 月 26 日(金) 

 
 
 
 
 
 
 

名古屋伏見    
宝第１ビル 
 
 
 
 
 
 

【地区役員会】 
① 平成２８年度事業報告・会計報告・会計監査報告 
② 平成２９年度事業計画 

    ・第１００回中高連絡会    ・教科書研究会 
    ・研究部委員会          ・役員について 

③ 県役員会・委員会の報告 
④ 総会の打合せ・準備 
⑤ 情報交換 

5 月 26 日(金) 
 
 
 
 
 
 
 

名古屋伏見    
宝第１ビル 
    
 
 
 
 
 

【地区総会】 
① 講演 

  「次期学習指導要領に向けて」 
   愛知県総合教育センター 研究部教科研究室長  近藤 哲史 先生 

② 平成２８年度事業報告・会計報告・会計監査報告 
③ 平成２８年度研究部委員会の活動報告 
④ 平成２９年度役員選出 
⑤ 平成２９年度事業計画 

6 月７日(水) 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛知県立 
旭丘高等学校 
 
  情報交換会 
 ルブラ王山 
 
 
 
 

【第１００回数学科中高連絡協議会】 
① 公開授業 

  数学Ⅰ「２次関数」        志村 俊人 先生 
    数学Ｂ「数列」         伊藤 友一 先生 
    数学Ⅲ「関数と極限」       覚田 高明 先生 

② 研究発表 
   「平成２９年度新入生数学学力テスト分析報告」 
             鳴海高等学校    松川木綿子 先生 

③ 研究協議 
6 月 27 日(火) 

 
 

愛知県立 
天白高等学校 
 

【教科書研究会】 
① 各校の採用教科書について 
② 情報報交換（教科書の使用感に関するアンケート） 

 8 月 18 日(金) 
  ～19 日(土) 
 

名城大学 
天白キャンパス 

【GRAPES 講習会】 
  ① 講義「GRAPES と数学教育」 
 ② 実習・模擬授業・事例報告・指導案作成・発表 

9 月 29 日(金) 
 
 
 
 
 
 

愛知県立 
明和高等学校 
 
 
 
 
 
 

【地区役員会】 
 ① 前半事業の反省 
 ② 後半事業について 
    ・第１０１回数学科中高連絡協議会 
   ・県研究大会 
   ・東数教（三重）大会 
   ・研究部委員会 

① 県役員会・委員会の報告 
② 情報交換 

10 月 24 日(火) 
 
 
 
 
 
 
 

名古屋市立 
千種台中学校 
 
 情報交換会 
  ルブラ王山 
 
 
 
 

【第１０１回数学科中高連絡協議会】 
① 公開授業 

１年 「変化と対応」     古田 裕人 先生 
２年 「一次関数」      村上知咲季 先生 
３年 「関数 y＝ax2」     棚田 一也 先生 

② 研究発表 
     「中高間を結ぶ教材とその実態」 
         名古屋市数学研究会中高関連研究グループ 

③ 研究協議 
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２ 活動の概要 
  

(1) 総会 
５月下旬の総会では例年、講演会を開催しています。本年度は、愛知県総合教育センター 研究部

教科研究室長 近藤 哲史 先生より「次期学習指導要領に向けて」というテーマでお話しいただきま
した。その中で、教育課程に関する現状と学習指導要領改訂の動きを踏まえ、総合教育センターの
研究調査事業について報告していただきました。講演後、昨年度の事業報告・会計報告に続き、本
年度の役員選出、事業計画案の審議を行いました。 

 
(2) 数学科中高連絡協議会 

毎年２回、春は高等学校、秋は中学校を会場として行っています。 
①会場校の先生による公開授業を行う。 
②授業の批評は行わない。 
③懇親会を行って親睦を深める。 

この３点を原則として長年行われてきました。 
＜第１００回連絡協議会＞ 

愛知県立旭丘高等学校で開催し、各学年から１クラスずつ公開授業が行われました。その後、愛
知県立鳴海高等学校の松川木綿子先生より「平成２９年度新入生数学学力テスト分析報告」という
テーマで研究発表がありました。①一次式（分数式）の問題を、昨年に対して式前半の分数式を二
つに分けた形で出題した結果、正答率は 72.4%と昨年比 30.7%アップした、②平方根・根号に関す
る問題について、「√9は±3 に等しい」を選択した生徒が 60%、「������は±3 に等しい」と合わ
せて選択した生徒は 47%であった、③二等辺三角形の面積を求める問題について、図形の提示の仕
方を変更して出題した結果、正答率は昨年比 22.1%アップの 52.2%であった等、さまざまな視点か
らの報告があり、それを受けて研究協議を行いました。 
＜第１０１回連絡協議会＞ 

名古屋市立千種台中学校でお世話いただき、各学年から１クラスずつ公開授業が行われました。
その後、名古屋市数学研究会中高関連研究グループの先生方から「中高間を結ぶ教材とその実態」
についての研究発表がありました。第１００回中高連絡協議会の新入生数学学力テストの分析報告
及び研究協議を受けて、①関数についての指導法、②平方根についての指導法、③立体の表面積に
ついての指導法、について実態調査の報告があり、中高間の関連を重視した指導について提案がな
され、それを受けて研究協議が行われました。 

研究のまとめとして、次のように分析・報告されました。 
①  y＝200－x の式は x の関数でないと答えた生徒が 41.3%もいたことについて、関数であるかど

うかを、y＝ax や y＝ax2 等の一般式の形で判断し、一次関数の一般式の形 y＝ax＋b と異なるた
め、関数ではないと判断したと考えられる。そのためには、様々なグラフや式を紹介しながら、
関数とは「ともなって変わる変数 x と y があり、x の値を決めると、それに対応して y の値が
ただ１つに決まる」ということを定着させていく指導が必要である。 

② 「√9は±3 に等しい」を選択した生徒が全体の 60%に達した。そのため、「9 の平方根を求める
こと」と、「√9を、根号を使わずに表す」ことの違いを理解していない生徒が多くいるという
ことが考えられる。そのためには、数直線や方眼等の図をイメージさせ、根号のついた数を身
近なものと感じさせながらも、定着させることができるような指導を行うことが重要である。 

③ 円錐と半球を合わせた立体の体積と表面積を求める問題において、表面積の正答率が低い、ま
たは無答率が高かった原因として、球の表面積の公式や円錐の側面がおうぎ形であるというこ
と、及びその面積の求め方が定着していないことが原因であると考えられる。そのためには、
図を用いる等の工夫を凝らしながら、段階を踏んで解説を行う等、授業で多くの問題を取り入
れ、最終的には自らの力で問題解決ができるような働きかけを行っていくことが重要である。 

毎回、中高連絡協議会の後には、場所を変え、中学校の先生方と懇親会を行っています。昼の協
議会で話しきれなかった点など、さまざまな情報交換ができ、また、公務のため昼の会に出席でき
ない先生方もたくさん参加されて交流を深める貴重な機会となっています。 

  
(3) 教科書研究会 

教科書・傍用問題集・参考書の使用状況や使用した感想などについて、情報交換を行いました。 
 

３ 研究部委員会の活動 
 

(1)  委員会の概要 
「仲間と一緒に勉強しよう」という趣旨の下、それぞれの勤務を終えた先生方が名駅近くの会場
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に集い、楽しく活動をしています。 
その活動内容は、明日の授業にすぐに役立つ内容のものから、興味深い数学的な話題や大学入試

問題の解法などを研究しています。 
 

(2)  本年度の活動日程 
   実施会場 愛知産業労働センター（ウインクあいち）会議室 18：30～20：30 
   実施日時 第１回  ６月２３日(金)  第２回 ８月３０日(水） 第３回 １０月 ６日(金) 

第４回 １２月 ８日(金） 第５回 ２月１３日(火) 
 

(3) 活動状況 
本年度も昨年度に引き続き、数学のさまざまな分野について勉強し、協議を行いました。参加者

は毎回１５名程度で、経験豊富なベテランの先生方と若い先生方の創意工夫によって、レベルの高
い研究活動と情報交換が行われています。 

今後も多くの先生方に参加していただき、より活発な研究会になるよう努力していきたいと思い
ます。また、研究会終了後、場所を移して行われる食事会は、情報交換の場であるとともに、お互
いの親睦を深める、有意義で楽しい会となっています。 

 
４ 名瀬地区高等学校数学研究会役員一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    委員長     大藪  弥 (豊明) 顧問 
 

県教育委員会 
 

 加藤 文彦 
前田 憲一 
尾﨑 和由 

副委員長 (県立) 
(市立) 

(私立) 

興津 吉興 (中村） 
小倉 由紀 (市工芸) 
太田  博隆  (名電)  県総合教育センター  近藤 哲史 

研究部長 京田 将和  (名南工業) 指導校長 明和高校長 
瀬戸窯業高校長 

若山 和彦 
小川 裕之 研究部委員 伊藤 和規 (守山) 

住田  健 (瑞陵) 

鈴村  愛  (名古屋西)

浅野 健介  (中村） 
前田 純平 (名古屋南)

中川  裕  (春日井) 

勝岡 里美 (春日井) 

谷岡 寛子 (高蔵寺) 

坪井 康展 （旭野） 

井改  仁 (日進西) 

岡田 憲二 (愛知総合工)

田中 雄太 (桜花学園)

下置 麻琴  (椙山） 

鳴海高校長 橋本 正秀 
顧問 旭丘高校教頭 

千種高校教頭 
春日井高校教頭 
高蔵寺高校教頭 
春日井東高校教頭 
春日井工業高校教頭 
桜花学園高校教諭 
豊明高校教諭 

井上 好美 
朽名  力 
河村 泰親 
蔭山  靖 
甲野 順三 
日榮 正二 
伊藤 雅敏 
山内真澄美 

庶務 服部 展之  (明和) 
安部真太郎 (日進西) 

 

会計 深見 圭輔 (愛知総合工)

大須賀裕貴 (愛知総合工)

会計監査 川野 景子  (明和) 

友枝 俊介  (守山)  
工業 藤森 雄介 （春日井工）

商業 酒井  智  (緑丘商業)

定通 青木 勝人  (旭丘定) 
市立 小倉 由紀 (市工芸) 
私立 石川  昇  (名古屋) 
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知 多 地 区 
１ 平成２９年度事業報告 

 研究協議会（年４回） 

月  日（曜） 会 場 事 業 内 容 
６月 ２日（金） 

 
 
 
 
 
 

阿久比町 
中央公民館 

【地区総会】  

・平成２８年度事業報告・会計報告  

・平成２９年度役員改選  

・平成２９年度事業計画・予算案  

・研究部研究集録２８号について 

 研究協議 

① 平成２９年度 研究大会について 

② 入学者数学学力テスト（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝﾃｽﾄ）の結果と 

１年生の状況 

情報交換・諸連絡 

６月２７日（火） 阿久比町 
中央公民館 

 
 
 

【教科書研究会】 

 研究協議「教科書研究」 

① 使用教科書の感想と来年度の採択計画について 

(資料：平成２９年度知多地区使用教科書一覧） 

② 採用の手順とポイント 補助教材や指導計画について 

③ 「情報」の教科書について 

 分科会（小グループによる研究協議） 

① 補助教材の使用について  

② 問題演習の進め方について など 

情報交換・諸連絡 
１１月１５日（水） 
 

阿久比町立 
阿久比中学校 

【中高連絡会】 

 公開授業 

① １年５組 「平面図形」     折登 正巳 先生 

② ２年１組 「図形の調べ方」   星野 真一 先生 

③ ３年７組 「図形と相似」    大村  努 先生 

研究協議 

① 公開授業について 

② 全国学力・学習状況調査・学習指導要領改訂について 

       東海市立上野中学校  岸本 吉彦 先生 

③ 新入生数学学力テストの分析結果について 

愛知県立大府東高等学校  田中 伸一 先生 

④ 大学入学共通テストについて 

      愛知県立東海南高等学校 竹内 直人 先生 

 分科会 

小グループによる情報交換（４グループ）  

 ２月 ６日（火） 
 

阿久比町 
  中央公民館 
 

【冬季研修会】  

 研究発表 

 研究部より（４グループ）  

 大学入学共通テストについて 

 情報交換・諸連絡 
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役員会（年６回） 
   月  日（曜）  会 場 協 議 内 容 
５月１２日（金） 阿久比町 

中央公民館 
・ 平成２９年度役員案について 
・ 平成２８年度の反省と平成２９年度事業計画について 
・ 県役員会の報告 
・ １学期の研究協議会について 
・ 愛数大会の準備について 

６月 ２日（金） 
 

阿久比町 
中央公民館 

・ 第２回研究協議会（教科書研究会・研究発表）について

・ 今後の役員会、研究協議会について 
・ 研究部について 
・ 愛数大会について   

 ７月 ４日（火） 
 

阿久比町 
  中央公民館 

・ 愛数大会の運営について 
・ その他 

８月１８日（金） 阿久比町立 
阿久比中学校 

・ 第３回研究協議会（中高連絡会）について 
・ 情報交換 
・ その他 

 ８月２１日（月） 阿久比町 
中央公民館 

・ 愛数大会の運営について 
・ その他 

１１月１５日（水） 阿久比町立 
阿久比中学校 

・ 第４回研究協議会（冬季研修会）について 
・ その他 

 ２月 ６日（火） 阿久比町 
  中央公民館 

・ 次年度の行事計画、役員等について 
 

 
 

２ 活動の概要 

 
（１）地区総会 

平成２８年度の事業報告と会計報告の後、平成２９年度の役員を選出し、平成２９年度の 
事業計画と予算案の確認をしました。研究部から平成２８年度の活動報告がありました。新 
入生テストについての中間報告がありました。 

 
（２）教科書研究会 

各学校が使用している教科書の特徴・問題点について、意見交換をしました。その後、補 
    助教材や指導計画について情報交換をしました。 

 
（３）中高連絡会 
    阿久比町立阿久比中学校にて、公開授業を実施しました。また、全国学力・学習状況調査

の結果、新入生テストの分析結果、大学入試共通テストについて、報告をしていただきまし

た。その後、小グループに分かれ、中学校・高校で情報交換を行いました。 
  
  （４）冬季研修会 

研究部による研究発表を行いました。その後、大学入学共通テストについての研究討議を

行いました。 
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３ 研究部会活動報告（年４回） 

          研究部長  久野 繁男（半田東高校） 
月  日（曜） 会   場 研  究  協  議  内  容 

７月１１日（火） 阿久比町 
中央公民館 

・研究テーマの決定とグループ分け 
・情報交換 

 ８月２５日（金） 阿久比町 
中央公民館 

・第１回研究レポートによる研究協議 
・情報交換 

１１月２２日（水） 阿久比町 
中央公民館 

・第２回研究レポートによる研究協議と手直し 
・情報交換 

２月 ６日（火） 阿久比町 
中央公民館 

・第３回研究レポートによる研究協議と原稿完成 
・各班による最終研究内容の発表 
・情報交換 

 

研究テーマと内容、およびグループ別研究部員 
第１グループ 「大学入試の研究」 

金田 卓也（大府），平井 恵大（東海南），水谷 亮太（常滑） 
第２グループ 「生徒の多様な力を評価するための問題研究」 

壁谷 卓未（武豊），佐々木 駿（武豊），山本 裕貴（大府） 
第３グループ 「新テストを意識した思考力をつけさせる授業づくり」 

松井 和総（半田），太田 有亮（常滑），吉田 裕介（阿久比） 
第４グループ 「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて」 

和田 大河（半田），山下 勝 （半田），澤田 将卓（武豊） 
 
研究部では、上記のようにグループごとに研究テーマを定めて、研究協議・報告発表を活発に行っ

てきました。 
本年度も若い先生方に新しく参加していただき、研究だけに関わらず各学校について情報交換や素

朴な疑問など、多くの意見が交わせる環境で行うことができました。また多くの指導教頭の先生方か

ら、多方面にわたりアドバイスをいただくことができ、実りある研究部会となりました。 
 

４ 平成２９年度 知多地区高等学校数学研究会 組織一覧 

役 職 所属・職名 氏 名 役 職 所属・職名 氏 名 
指導校長 
  〃 
指導教頭 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
委 員 長 
副委員長 
研究部長 
庶  務 
  〃 
会  計 
 〃 

会計監査 

桃陵高等学校長 
半田東高等学校長 
常滑高等学校教頭 
阿久比高等学校教頭 
武豊高等学校教頭 
横須賀高等学校教頭 
半田商業高校教頭 
横須賀高等学校教頭 
東海南高等学校教諭 
常滑高等学校教諭 
半田東高等学校教諭 
大府高等学校教諭 
半田工業高等学校教諭 
横須賀高等学校教諭 
半田高等学校教諭 
半田高等学校教諭 

松浦  毅

松田 昌浩

土井 善和

宮﨑 庄悟

高橋 利生

山口 祐司

中村 克己

熊谷 朱実

竹内 直人

間瀬 政和

久野 繁男

石原  優

吉田 成穂

柳田 一匡

山下  勝

松井 和総

研究部員 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 

〃 
〃 
〃 
〃 

半田高等学校教諭 
半田高等学校教諭 
大府高等学校教諭 
阿久比高等学校 
武豊高等学校教諭 
大府高等学校教諭 
東海南高等学校教諭 
常滑高等学校教諭 
武豊高等学校教諭 
半田高等学校教諭 
武豊高等学校教諭  
常滑高等学校教諭 

山下  勝

松井 和総

金田 卓也

吉田 裕介

壁谷 卓未

山本 裕貴

平井 恵大

水谷 亮太

佐々木 駿

和田 大河

澤田 将卓

太田 有亮
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尾 張 地 区 
１ 平成 29 年度事業報告 

月 日 会 場 事  業  内  容 

５月９日(火) 津島高等学校 

【地区役員会】 

①平成 28 年度地区事業報告・地区会計報告について 

②平成 29 年度地区役員選出・地区事業計画について 

③平成 29 年度尾張地区総会について 

④研究協議および情報交換 

５月 30 日(火) 一宮スポーツ 

  文化センター 

【地区総会】 

①講演 『高大接続改革を見据えた新たな教育・入試改革』 

学校法人 河合塾 中部営業部 総括チーフ 西山 直志 氏 

②平成 28 年度地区事業報告・地区会計報告について 

③平成 29 年度地区役員選出・地区事業計画について 

④研究発表 

 「平成 29 年度高等学校新入学生徒の学力検査結果について」

            五条高等学校  丹下 裕太 先生 

６月 13 日(火) アイプラザ一宮 

【教科書研究会】 

①平成 29 年度使用教科書・副教材について 

②研究協議(新学習指導要領の実施にあたって) 

③情報交換 

10月 18 日(水) 津島高等学校 

【地区役員会】 

①平成 29 年度愛知県高等学校数学研究会尾張地区研究発表大会

について 

②平成 29 年度研究集録作成・３地区合同情報交換会について 

③平成 30 年度地区役員・地区研究発表大会開催校について 

④研究協議及び情報交換 

１月 30 日(火) 津島高等学校 

【尾張地区研究発表大会】 

研究発表 

・「グループでの学び合いを主とした授業実践 

～アクティブラーニング実践報告～」 

            一宮高校   伊藤 満夫 先生 

・「分散と共分散の図形的意味」 

五条高校   丹下 裕太 先生 

・「アクティブラーニング実践研究」 

海翔高校   神谷 知行 先生 

・「構想力・探究力を問う問題の研究」 

犬山南高校  梅本  健 先生 

  犬山高校   加藤 敦朗 先生   

・「アクティブラーニングによる授業の可能性について」 

尾北高校   宮岡  慶 先生 

・「ＩＣＴ機器を用いた授業実践」 

尾西高校   谷川 達哉 先生 

２月 10 日(土) 
一宮市スポーツ

文化センター 
かくこ 

【３地区合同情報交換会】 

情報交換 
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２ 活動の概要 

 

(１) 総会 

 今年度は『高大接続改革を見据えた新たな教育・入試改革』と題して、進路情報や模擬試験等でお世

話になっている 学校法人 河合塾 中部営業部 から西山直志氏にお越しいただき、講演をしていただき

ました。 
「高大接続改革」の一環から、大学入試センター試験についても新テストに様変わりを予定されてお

り、本年度はその試行テストも各校で実施されました。大学入試の変革により、高校での学習指導方法

も変化させていく必要があるとのことから、始めに現時点での入試を取り巻く環境の変化についての説

明があり、今後求められる高等学校での取り組みの内容などについてお話をしていただきました。 
 また、新入生テスト作成委員である五条高等学校の丹下裕太先生には、平成 29 年度高等学校新入学

生徒数学学力検査についての報告をしていただきました。昨年度までに出題された類題と正答率に大

きな差があった問題を中心に、分析結果を発表していただきました。 

 

 (２) 教科書研究会 
 今年度も各学校の先生方から，新入生に使用予定の教科書と現在使用中の教科書や補助教材につい

ての特徴や問題点を報告していただきました。次に，「各学校においての校内授業参観の状況」を報告

していただき，その後４つの班に分かれ研究協議を実施していただきました。「アクティブラーニング

の実施状況」と「ＩＣＴ機器の活用状況」について協議していただき，班ごとに報告していただきま

した。学校により，頻度や方法など様々でしたが，どの学校にも参考になるもので，充実した内容で

終えることができました。 

 

 (３) 尾張地区研究発表大会 

 本年度は、津島高等学校を会場として、地区役員である尾北高等学校、一宮高等学校、海翔高等学

校の３校からの研究発表および尾北・尾中・尾西の３地区の研究専門部からの研究発表を行いまし

た。発表ではアクティブラーニングを利用した授業の報告や教科内容の本質に迫る研究報告、より数

学的な力を必要とする問題に対するアプローチの仕方、ＩＣＴ機器を用いた授業実践の研究報告な

ど、これからの授業に役立つ多種多彩な実践例を紹介していただきました。また、愛知県総合教育セ

ンター情報教育部情報教育研究室研究指導主事の山本治先生より、今後の授業に役立つ数多くの貴重

なご助言をいただきました。 

 

 

３ 研究専門部の活動 

(１) 尾北地区 

 今年度は新たに２名の研究員を迎え、４回の研究会を開催しました。グループ研究では大学入試問

題研究、アクティブラーニングに加え、大学入学共通テストのモデル問題やプレテストが行われたこ

とを受け、構想力・探求力を問う問題について３グループに分け研究に取り組みました。個人研究で

は各自のテーマに沿って、長期的・実践的な研究がなされました。 
 

指導教頭 東竜雄(小牧), 古崎徳行(小牧工業) 

研究員 

 (14 名) 

松倉壮平(一宮興道), 梅田泰志(犬山), 加藤敦朗(犬山), 真崎太樹(犬山), 

梅本健(犬山南), 榎本高久(犬山南), 日浦涼太(犬山南), 宮岡慶(尾北), 

酒井駿佑(小牧南), 成田慎一(小牧南), 大塚衣里子(西春), 夏目季里(西春), 

三木一樹(西春), 栗木秀己(丹羽) 

第１回 

６月 29 日(木) 

パークアリーナ

小牧 

① 研究テーマの決定、グループ分け 

個人研究(全員) 

グループ研究（入試問題研究、アクティブラーニング、大学

入学共通テストを見据えた構想力・探求力を問う問題の研

究） 

② グル－プ別研究協議 

③ 情報交換と連絡 
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第２回 

８月 28 日(月) 

パークアリーナ

小牧 

① 全体研究協議 個人研究（剰余類、大学入学者選抜改革につ

いて、アクティブラーニング実践技法、和歌山大会参加報告

など） 

② グル－プ別研究協議 

（入試問題研究、アクティブラーニング、大学入学共通テスト

を見据えた構想力・探求力を問う問題の研究） 
③ 情報交換と連絡 

第３回 

10 月 10 日(火) 

小牧市西部コミ

ュニティセンタ

ー 

① 全体研究協議 個人研究（極限、大学入学共通テスト 

シムソンの定理・ペンタグラムの定理、入試問題分析、 

確率計算など） 

② グル－プ別研究協議 

（入試問題研究、アクティブラーニング、大学入学共通テスト

を見据えた構想力・探求力を問う問題の研究） 
③ 情報交換と連絡 

第４回 

11 月 30 日(木) 

小牧市西部コミ

ュニティセンタ

ー 

① 全体研究協議 個人研究（黄金比のスペクトル、確率、微分

方程式、入試問題分析など） 

② グル－プ別研究協議 

（入試問題研究、アクティブラーニング、大学入学共通テスト

を見据えた構想力・探求力を問う問題の研究） 
③ 情報交換と連絡  ３地区合同情報交換会についての連絡 

 

 

(２) 尾中地区 

 総勢 18 名で地区研究会を４回行いました。いろいろな学校における先生方の工夫や創意を聞くこと

ができる機会であり、普段の授業に活かせる内容が多くありました。研究協議では活発に意見交換がさ

れ、経験豊富な先輩方から若手の先生たちがアドバイスをいただくなど、今後の教育活動に役立つもの

となりました。 

 

指導校長 小川八郎(一宮) 

指導教頭 石田亘(一宮北), 伊藤弘高(木曽川) 

研究員 

 (15 名) 

豊橋良(一宮), 志知芳朗(一宮西), 水谷悟(一宮西), 増井健一(一宮北), 

平野輝(一宮工業), 戸谷遼(一宮工業), 小野貴史(木曽川), 大藤祐揮(尾西), 

谷川達哉(尾西), 濱谷隆文(尾西), 川宏治(尾西), 堀田圭悟(起工業), 

高橋雅人(五条), 佐藤克典(五条), 森治美(新川) 

第１回 

６月 27 日(火) 

一宮地場産業 
ファッション 
デザインセンター 

① 研究協議 

・ スタディーエイドのショートカットキーについて 

  → あまり知られていないが便利なショートカットキー

がたくさんある。 

・ 正八面体のとらえかた 

・ 複素数平面分野の入試問題について 

第２回 

８月 23 日(水) 

起工業高等学校 ① 研究協議 

・ 入試問題研究 岐阜薬科大学 

・ 確率の誤った認識について 

・ π＞3.05 の証明 

・ 有名な無限級数 

・ データの分析 入試問題から 

・ データの分析の単元でのアクティブラーニングを意識した

授業実践について 

第３回 

10 月 12 日(木) 

一宮地場産業 
ファッション 
デザインセンター 

① 研究協議 

・ 複素数平面上の直線 

・ ｎＣｒ が関係した式 

- 174 -



・ 入試問題の生徒の答案について 

・ 入試問題の難問集 

第４回 

12 月１日(金) 

一宮地場産業 
ファッション 
デザインセンター 

① 研究協議 

・ 県大会に参加して（青山先生の講演より） 

・ 大学入学共通テストについて 

・ パラドックス 

・ 最短シュタイナー問題 

・ 入試問題研究 

・ 漸化式（一般項を予想 → 帰納法で証明） 

 

 

(３) 尾西地区 

 本年度は教材研究・情報・大学入試・教育課程のテーマによる４つのグループに分かれて、年４回の

研究会を実施してきました。大学入試問題の考察や指導法の研究、授業の教材研究についてなど多くの

研究発表がなされました。中高連携教育として、今年も小中学校の研究発表に参加したり、中学校の授

業を参観させてもらう機会をいただいたりしました。 

指導校長 服部隆宏(津島), 山田知子(杏和) 

指導教頭 日比昭彦(五条), 永井孝人(美和), 難波康哉(五条)，早瀬浩文(海翔)，加藤明(津島)

研究員 

 （26 名） 

 

 

服部憲始(一宮), 牛田正之(津島), 水谷元紀(津島), 堀江悟(津島), 

三上健一郎(津島), 先山和宏(津島), 浦嶋健司(津島東), 水谷直人(津島東), 

布施昭仁(稲沢東), 家根谷厚範(稲沢東), 岩瀬弘一(杏和), 鈴木卓馬(佐織工業), 

佐藤悠太(佐織工業), 川村一仁(海翔), 野崎通広(海翔), 伊藤弘基(海翔), 

大矢雅人(海翔), 是澤佑(海翔), 一柳隆義(海翔)，神谷知行(海翔), 

菱田圭祐(美和), 鈴木要(美和), 西村卓哉(美和), 丹下裕太(五条), 

間瀬廉太(五条), 渡部淑仁(五条) 

第１回 

６月28日(水) 

津島市生涯学習

センター 

①今年度のグループ分け・グループでの研究とテーマ決め 

・教材研究  ・情報  ・大学入試  ・教育課程 

②研究協議 

・食塩水の問題の考察 
・開平法 

第２回 

８月29日(火) 

津島市生涯学習

センター 

①今後予定の報告 

②研究協議 

・Σの公式 
・教員採用試験二次試験 
・教員採用試験二次試験の解答 
・学力を伸ばすには 
・分散 

第３回 

10月12日(木) 

愛西市立佐織公

民館 

①今後予定の報告 

②研究協議 

・小中でも解ける大学入試問題 
・和算に挑戦 
・ガウス積分の証明 
・海翔高校の授業の様子（ビデオ上映） 

第４回 

11月30日(木） 

津島市生涯学習

センター 

①今後予定の報告 

②研究協議 

・作図について 

・指導重点校におけるアクティブラーニング 

・海翔高校の授業の様子（ビデオ上映） 

・五条高校の授業の様子（ビデオ上映） 

・杏和高校の授業の様子（ビデオ上映） 
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(４) 中高連携教育（尾西地区） 

8 月 17 日(木) 愛西市佐織公民館 「愛数研海部地区支部研究発表会・教育講演会」 

 ① 研究発表 

 ② 教育講演会 

 『算数・数学教育の不易と流行を考える』 

（岐阜聖徳学園大学教授  鈴木 明裕 先生） 

11月22日(水） 愛西市立佐織西中学校 「算数・数学指導研究会」 

① 授業参観  

 １年生「平面図形」（山田 かおり先生） 

 ② 研究協議 

 
４ 平成 29 年度尾張地区役員 

会 長 服部 隆宏（津島） 

副会長 
山田 知子（杏和） 

小川 八郎（一宮） 

指導教頭 

尾北 
東  竜雄（小牧） 

古崎 徳行（小牧工業） 

尾中 
石田  亘（一宮北） 

伊藤 弘高（木曽川） 

尾西 

加藤  明（津島） 

早瀬 浩文（海翔） 

永井 孝人（美和） 

日比 昭彦（五条） 

難波 康哉（五条） 

委員長 尾中 堀田 圭悟（起工業） 

副委員長 
尾西 布施 昭仁（稲沢東） 

尾北 松倉 壮平（一宮興道） 

研究部長 加藤 敦朗（犬山） 

地区委員 

尾北 山森 陽介（尾北） 

尾中 伊藤 満夫（一宮） 

尾西 是澤  佑（海翔） 

研究専門部 

尾北 真崎 太樹（犬山） 

尾中 堀田 圭悟（起工業） 

尾西 川村 一仁（海翔） 

顧 問 成田 慎一（小牧南） 

研究発表大会開催校 堀江  悟（津島） 
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西三河地区 
１ 平成２９年度事業報告 

月  日 会 場 活 動 内 容 

５月１２日（金） 岡崎西高校 【第１回役員会】 

 ・平成２８年度事業報告および会計報告 

 ・平成２９年度事業計画 

 ・第１回地区総会について 

 ５月３１日（金） 豊田市産業文化

センター 

【第２回役員会】 

 ・第１回地区総会の準備等 

【第１回地区総会】 

 ・平成２８年度事業報告および会計報告 

 ・平成２９年度事業計画 

 ・愛高数役員会報告 

 ・研究部会の活動について 

・研究発表 

 (1) 岡崎北高等学校  千田 圭太 先生 

 「平成２９年度高等学校入学者数学学力テスト

結果について」 

 (2) 岡崎高等学校  小島 洋平 先生 
 「平成２８年度西三地区高等学校数学教育研究

部会について」 

 ６月１４日（水） 岡崎東高校 【教科書研究会】 

 ６月３０日（金） 西尾高校 【教科書研究会】 

１０月２０日（火） 刈谷市総合文化 

センター 

【第３回役員会】 

 ・第２回地区総会の準備等 

【第２回地区総会】 

 ・愛高数役員会報告 

 ・研究部会の中間報告 

・講演  国立教育政策研究所 安野史子 先生 

 「高大接続を視野に入れた CBT による数学のデジ

タル問題の可能性」 

 

２ 研究部会概要 

 １回あたり６つ前後の発表があり、活況を呈してきている。一方で発表者の顔ぶれがやや固定

化して来ており、新規会員の増加が望まれる。 

なお、本研究部会のモットーとして、高校数学の指導力の強化を掲げているが、今後はさらに

一歩踏み込んで『お金を払ってでも受けたくなる授業』の実践を目指して研修に励みたい。 

 そのためには、現代社会の最先端における数学の応用についても大いに学習し、それを踏まえ

て生徒へ指導できるよう、教員自身の素養も磨いて行きたい。例えば、現在話題の人工知能にお

- 177 -



ける“ディープラーニング(深層学習)”では、統計学での主成分分析を発展させた手法が用いら

れている(らしい)が、その分析自体は線形代数での固有値・固有ベクトルの応用であり、高校で

学ぶ統計・ベクトル等の延長線上にある、と言えるのである。 

 思うに高校数学を正しく指導しようとすれば、高校レベルまでの理解で十分とは言えないので

はないか。それではせいぜい教科書の受け売りしか出来ないであろう。たとえば、統計での分

散、あるいは相関係数の本質は 次元ベクトル空間の概念を用いて初めて理解されるものであり、

そこをおさえてこそ、“お金を払ってでも”受けたくなる授業が可能なのではないか。その事を特

に若い先生たちに強調しつつ、今年度も充実した研修にしていきたい。 

 

日時【参加者数】 研究テーマ・発表者 

第１回   

 ６月２３日（金） 

 【１７名】 

「平成 29 年度高等学校入学者学力テスト結果(中間報告)の紹介」 

刈谷北高等学校教諭 石田太一 先生

「直線の通過領域について(包絡線の簡易的な求め方)」 

西尾高等学校教諭 大橋史隆 先生

「AI は文章を読めていない 

     では子どもたちは「読めて」いるのか?」 

三好高等学校教諭 臼杵秀一 先生

「「大学入学共通テスト(仮称)」記述式問題のモデル問題例」 

三好高等学校教諭 臼杵秀一 先生

「最短経路と鏡像の関係～階段状の問題～」 

三好高等学校教諭 臼杵秀一 先生

「立方体内の 2つの正四面体によって 

作られる正八面体について」 

岡崎高等学校教諭 小島洋平 先生

第２回 

 ８月１８日（金） 

 【１２名】 

「倍角の公式」 

西尾高等学校教諭 石井隆寛 先生

「部分分数分解の指導法について」 

刈谷北高等学校教諭 石田太一 先生

「数学Ⅰ『データの分析』実践報告」 

愛知教育大学附属高等学校教諭 神谷良明 先生

「極限問題の解法」 

岡崎高等学校教諭 緒方健介 先生

「景品のコレクション問題」 

三好高等学校教諭 臼杵秀一 先生

第３回 

１０月 ６日（金） 

 【１３名】 

「8月 18 日の極限問題の別解」 

西尾高等学校教諭 石井隆寛 先生

「 倍角の公式の証明」 

西尾高等学校教諭 石井隆寛 先生

「 倍角の公式の証明」 

三好高等学校教諭 臼杵秀一 先生
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「二次関数の最大最小に関する視覚的イメージについて」 

豊田西高等学校教諭 川上祥子 先生

「先生、この解き方ってダメですか？」 

幸田高等学校教諭 藤田健太郎 先生

「数学Ⅱ『微分・積分』実践報告」 

愛知教育大学附属高等学校教諭 神谷良明 先生

「組み立て体操「ピラミッド」の負荷について」 

三好高等学校教諭 臼杵秀一 先生

第４回 

１１月２４日（金） 

 【３２名】 

講演会「新テスト(新入試)と授業改善」 

名城大学 教職センター教授 竹内英人 先生 

第５回 

 ２月１６日（金） 

 

 

研究部会まとめ冊子作成（予定） 

 開催場所：刈谷市産業振興センター会議室（第５回のみ刈谷市総合文化センター会議室） 

 

３ 平成２９年度西三河地区役員一覧 

 顧問校長 近藤 博靖（岡崎西） 
梶野 淳嗣（鶴城丘） 
平松 直哉（岩津） 
加藤 敏実（松平） 

 顧問教頭 

 

大野 正樹（岡崎） 
鈴木 崇弘（岡崎北） 
藤田 和己（足助） 
江坂 嘉彦（刈谷東副校長） 
福岡 幹根（豊田南） 
近藤 砂敏（豊田東） 
本多 滋明（一色） 
日高 慎吾（岡崎西） 
高柳 幸久（岩津） 
福應 浩（知立東） 

 委員長 臼杵 秀一（三好） 

 副委員長 小島 洋平（岡崎） 
 研究部長 石田 太一（刈谷北） 

 地区委員 

  西三東地区 

  西三北地区 

  西三南地区 

 

稲垣 俊彦（岩津） 
寺田 直樹（豊田東） 
藤田 卓也（吉良） 

 庶務会計 大橋 史隆（西尾） 
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東 三 河 地 区 
１ 平成 29 年度事業報告 

月 日(曜) 会  場 事  業  内  容 

5 月 24 日(水) 蒲郡東高校 【役員会】 

・地区総会について 

・地区役員について 

5 月 24 日(水) 蒲郡東高校 【地区総会】 

・平成 28 年度 事業報告・会計報告 

・平成 29 年度 事業計画提案 

・研究発表の割り当てについて 

・研究部の活動について 

・平成 29 年度 高等学校入学者数学学力調査 

 平成 28 年度 高等学校数学標準学力検査 中間報告 

河合謙二郞 先生(小坂井)

6 月 21 日(水) 豊橋東高校 【教科書研究会】 

6 月 24 日(土) 時習館高校 【第１回研究部会】 

・研究発表 

6 月 28 日(水) 時習館高校 【春季研究大会】 

・講演「近代手書き文書の自動解読に向けて 

～Deep Learning の活用事例もまじえて～ 」 

講師 中京大学工学部情報工学科教授    山田雅之 先生

・研究発表 

「誤答分析」           酒井彰洋 先生(福 江)

「パスカルの三角形と階差数列」  太田雅春 先生(新城東)

10月20日(金) 豊橋南高校 【秋季研究大会】 

・講演「鳥人間コンテスト 滑空機部門への挑戦 

～匠の技への数理科学の挑戦～ 」 

講師 御殿場基礎科学研究会        佐多宏太 氏 

・研究発表 

「外国人生徒対象の取り出し授業の数学教育における研究」 

              石田登章 先生(豊橋西)

「２次関数のグラフの導入について」  

丸山昌典 先生(豊橋商)

11月15日(水) 青陵中学校 【中・高研究部授業研究会(第２回研究部会)】 

・公開授業 

・研究協議会・中高意見交換会 

2 月 24 日(土) 

予定 

時習館高校 

 

【第３回研究部会】 

・研究発表 
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２ 活動概要 

地区総会では、昨年度の事業報告や会計報告及び今年度の事業計画の提案を行いました。また、入

学者学力調査と標準学力検査の中間報告がありました。 

研究大会は、春季と秋季の年２回実施しています。それぞれの大会で、外部講師による講演と高校

教員（各大会２名）による研究発表を行っています。 

今年度は春季の研究大会で、中京大学の山田雅之教授をお招きして講演していただきました。近代

文書の自動解読のための Deep Learning の活用事例について学ぶことができました。また、秋季大会

では御殿場基礎科学研究会から佐多宏太氏をお招きして講演していただきました。「鳥人間コンテス

ト」へ数理科学の視点から挑戦という話の中で、ツールとしての数学の活かし方を学ぶことができま

した。どちらの講演も興味深い内容で、充実した有意義な時間となりました。また、高校教員からは、

それぞれの学校での取組や、普段の授業の中から出てきた疑問や問題に関する実践や研究について

発表がありました。質疑応答の際には活発に質問や意見が交わされ、内容の濃い研究発表となりまし

た。 

教科書研究会では、各校で今年度使用している教科書や補助教材についての感想や要望等を挙げ、

来年度採択予定の教科書を報告しました。その後の研究協議では各校の情報交換をしました。 

 

 

３ 研究部会活動報告 

月 日（曜） 会 場 事  業  内  容 

2月25日(土) 豊橋市 

職員会館 

［平成28年度 第３回研究部会］        出席者 20名 

・母関数で漸化式を考える      太田雅春 先生(新城東)

・名古屋大学公開講座（知の探求講座）まとめ 

加藤翔平 先生(豊 橋)

・日常の授業におけるいろいろな工夫 黄瀬正敏 先生(海 陽)

・愛教大総合問題（２０１６）について 

木藤 武 先生(豊 丘)

・全国自治宝くじ第７０６回の当せん金について 

向坂健二 先生(豊 丘)

・プログラミング考察（再帰処理）  小林 正 先生(豊 橋)

・指導書に掲載されていない解答 ～生徒の別解の検証（空間ベクトル）～

                  近藤 啓 先生(時習館)

・条件付き確率？について      内藤優士 先生(新 城)

・2017早稲田大学入試問題より    宮崎智之 先生(豊 橋)

・ちょっとした問いかけで・・・   森田恭弘 先生(豊橋南)

6月24日(土) 時習館高校 ［平成29年度 第１回研究部会］        出席者 19名 

・特性方程式の解法について     菊地 慧 先生(小坂井)

・２次不等式の解法（書き方）について 

木藤 武 先生(豊 丘) 

・入試問題を「アクティブ ラーニング」で解く。3年次演習でも利用 

                  鈴木康真 先生(国 府)

・石取りゲームの必勝法       津森智裕 先生(豊橋東)
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・2017東北大学入試問題より     宮崎智之 先生(豊 橋)

・こんな生徒を育てたい       森田恭弘 先生(豊橋南)

11月15日(水) 青陵中学校 ［中高交流会（平成 29 年度 第２回研究部会）］ 

              出席者 高校 18 名 中学校 35 名

・公開授業 

資料の活用 ～『お箸ＤＥピンポン』が上手な人の傾向～ 

              授業者 山本佳代 先生(青陵中)

・研究協議会・中高意見交換会 

 

研究部会では、以下の内容について報告・研究協議が毎回活発に行われています。 

 ① 自分の気に入っている指導法や興味ある教材 

 ② 授業で活用できるコンピュータソフト・教具などの紹介と指導例 

 ③ 発展的な内容や大学入試問題に関する話題 

 ④ その他 

中高交流会では隔年で高校と中学校の研究授業を行い、その後意見交換や研究討議を行うことで

中高の連携を深めています。 

 

 

４ 平成 29 年度東三河地区役員一覧 

顧問校長 森島日出夫(蒲郡東) 

顧問教頭 丸﨑恵子(豊橋東)、浅野禎久(豊橋南)、森田恭弘(豊橋南)、 

大崎徹(豊橋工)、小林正(豊橋) 

委員長 内藤優士(新城) 

副委員長 宮崎智之(豊橋)、向坂健二(豊丘) 

書記・会計 岡本修(新城) 

研究部長 菊地慧(小坂井) 

地区委員 豊橋 近藤啓(時習館)、加藤清明(豊橋西)、神田勝好(豊橋南) 

豊川 松坂知洋(国府)、菅沼功(豊川工) 

蒲郡 杉﨑貴仁(蒲郡) 

新城・北設楽・田原 吉田久(新城東) 
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１０．名古屋市立高校、私立高校の

活動状況
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平成２９年度 名古屋市立高校事業報告 
名古屋市立工芸高等学校 小倉 由紀 

１．事業報告 

月 日 会 場 事 業 内 容 

５月 ２日（火） 名古屋市教育館 高等学校各科研修講座 第１回世話係打ち合わせ会 

・平成２９年度各科研修講座の実施について 

 ９月２２日（金） 名古屋市教育館 高等学校各科研修講座 第２回世話係打ち合わせ会 

・平成３０年度各科研修講座の事業計画について 

１０月１０日（火） 名古屋市教育センター 講義・実習 

テーマ 

「高等学校におけるアクティブ・ラーニングについて」

講師 

 （株）フォー・ネクスト代表 大西 貞憲 氏 

内容 

 次期学習指導要領とはどこを見据えているのか、そ

して、数学の授業はどうつくっていくのか、アクティ

ブ・ラーニングの授業法とその評価のポイントなどに

ついて講義を行った 

上記は、名古屋市教育センター高等学校研修部関係のものである。 
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長野　林太郎（愛知淑徳中学校　高等学校）

長野　林太郎（愛知淑徳中学校　高等学校）

１　事業報告書

実施年月日 会議・行事等の名称 会 場
参加人

員

2017/4/21 役員会 南山高校男子部 3

2017/5/23 役員会 私学協会会議室 10

2017/7/10 愛知県私学教育研修会 名古屋ガーデンパレス 30

2017/7/10 役員会 5

2017/8/28 役員会 南山高校男子部 5

2017/10/5 中部私学研修会 石川県立音楽堂, ホテル金沢 8

2017/10/6 中部私学研修会 石川県立音楽堂, ホテル金沢 8

2017/11/14 愛知県私学教育研修会 名古屋ガーデンパレス 30

2017/11/15 愛知県私学教育研修会 名古屋ガーデンパレス 30

2018/1/30 役員会 2

2018/2/6 役員会 8

2018/2/18 役員会 名古屋大谷高校 5

2018/3/17 研修会 愛知淑徳中学高校 30

2018/3/17 役員会 愛知淑徳中学高校 5

平成２９年度　愛知県私学数学研究会事業報告書

「主体的な学び」研究発表・交流

研修会打ち合わせ

研修会打ち合わせ

研修会打ち合わせ

新学習指導要領について講演会

次年度計画・役員選出

授業実践交流

愛知県私学教育研修会の打ち合わせ

愛知県私学教育研修会の打ち合わせ

研究発表・交流

研究発表・交流

「主体的な学び」研究発表・交流

会議・行事等の内容

2017年度の役割の確認

愛知県私学教育研修会の打ち合わせ

（教科主任氏名）

（作成者）
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